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はじめに 

 昨年の研究では「学びを創り続ける授業モデル」について研究を進めた。その中で、「子どもが

継続的に問題意識を持ち続けるための単元展開」や「子どもが意欲的に取り組むための新たな教

材の開発」の必要性が課題として出てきた。学びを創り続けていく授業を行うには、子どもが「も

っと知りたい」や「分かるようになりたい」という思いや願いを積極的に授業で扱い、「知ること

ができて嬉しい」という自己達成感や「もっと知りたい」という意欲へと繋がる授業展開が必要

になる。さらに、一人ひとりの思いや願いを学級全体で共有して解決へと導くことで、個々の子

どもの自己肯定感や自尊感情が高まり、学びを創り続ける子どもがさらに育っていくことが期待

できる。単元の最初の授業に於いて、「○○について知りたい」などの疑問が出た際には、次の授

業では□□さんの疑問を皆で調べて解決しようといった形で授業を行う。疑問が取り扱われた子

どもは、自分のみならず学級全体で解決をしたという達成感を得て、「次は友だちの知りたい事を

調べよう」という思いや「もっと知りたいことが出てきた」という更なる学びの追求につながっ

ていく。その一連の流れが「もっと知りたい」「みんなで解決しよう」といった学びを創り続ける

子どもの姿に繋がっていくと考えた。そこで、子どもが学びを創り続けるための教師の手立てを

アプローチと位置づけ、本年度のテーマを「学びを創り続ける授業への教師のアプローチ」とし

た。 

１ 社会科における学びを創り続ける子どもについて   

（１）本校社会科におけるめざすべき子ども像 

本校社会科において、めざすべき子ども像を「実社会とつながり、問題意識を持ち続ける子ど

も」として研究を進めてきた。問題意識とは「対象の重要性に気づき、進んでに対象に関わろう

とする姿勢」であり、問題意識を持ち続ける子どもの姿は、「出合う対象について『○○について

知りたい』や『なぜ△△なのだろう』という自らの思いや願いを持って授業に取り組んでいる姿」

である。また、子どもの興味や関心が湧きやすい対象は単なる知識的なものだけではなく、自分

の普段の生活との関わりといった身近な対象と結びつけることで子どもの興味や関心が更に引き

出される。そこで「実社会とつながり」を意識しながら取り組める姿勢が育つことが大事である。

そこで、思いや願いを新たな疑問へ繋げることや友だちの思いや願いを意識して授業に取り組む

ことで問題意識を持ち続けて授業や単元において意欲的に活動できると考えた。 
こういった子どもを育てるために、以下の３つの子どもの姿を想定した。 

  
 
 
 出合う対象について自らの思いや願いを持つことで、授業に対して問題意識を持って取り組む

ことができる。そして思いや願いが解決されることで達成感を得ることができる。さらに、一時

間で終わらずに次へ繋がっていく追求の姿勢に変化していくことで、より意欲的に取り組んでい

くことになる。 
 今年度は、このような子どもの姿が育っていくために、教師がどのようにアプローチをしてい

けばよいか研究を進める。 

○出合う対象について自らの思いや願いを持つことができる子ども 
○自分や友だちの思いや願いに対して積極的に解決をはかろうとする子ども 
○次へと繋がる新たな疑問や追求を持ち、自ら活かしていく子ども 

◇社会科 
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（２）子どもの問題意識の変容 

 資料や写真を通して、子ども自らが「○○について知りたい」や「なぜ△△なのだろう」とい

った思いや願いを持つ事が問題意識を持つための初歩的段階といえる。子どもの思いや願いを学

習計画の中に取り込んでいくことで、学習に対して積極的に取り組む姿勢が育っていくといえる

（出合う対象について自らの思いや願いを持つことができる子ども）。単元の最初の時間に、「学

習計画を立てよう」という時間を設定し、単元に関わりの深い資料を見ることで、これから学習

を進めていく中で、知りたいことを設定するという時間を設けている。子どもたちが資料を通し

て持った思いや願いを積極的に解決することで、学習に対する達成感を得られ、それが次回への

学習へと繋がっていくのである。また、授業を進めていく上で持った思いや願いも途中で取り入

れることで意欲的に授業に取り組んでいくと考える。 
 自らの思いや願いだけでなく、ともだちの思いや願いも学習計画に取り入れることで、共通の

思いや願いとして学習を進めることができる。解決をしていく事で、「自分の思いや願いをみんな

で解決してくれている」や「良い考えを思いつく事ができた」という達成感が生まれる。それが

「友だちの思いや願いも解決するために頑張ろう」という積極的な姿勢に繋がっていく（自分や

友だちの思いや願いに対して積極的に解決を計ろうとする子ども）。 
 授業に於いて自分の疑問が解決された時に、そこで終わるのではなく「もっと知りたい」や「□

□はどうなのかな」といった次へつながる疑問も当然出てくる。この問題意識を更に持ち続ける

ことで、次へと繋がる学びになっていく。絶えず興味・関心を持ち続ける事が「学びを創り続け

る子ども」の姿と大きな関連性がある（次へと繋がる新たな疑問や追求を持ち、自ら活かしてい

く子ども）。例えば、出会った対象について授業以外で子どもが自主的に調べてくることや、単元

のふりかえりの中で、更に知りたくなったことを追究しようとする姿勢である。追究することの

喜びを味わうことで、次の学習内容に対しても「調べてみたい」「もっと知りたい」といった姿勢

を育むことができる。 
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図３－１ 学びを創り続ける単元モデル☆総論 2（1）（2）参照 
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２ 社会科における学びを創り続ける授業モデル 

表３－２ 学びを創り続ける授業モデル 

過程 問題意識の連続・発展 具体的な能力 学ぶ対象に関わる姿 

 
 

 

ふりかえり  
問題について、気付いた
こと、思ったこと、考え
たこと新たな疑問につい
てふりかえる 

・○○についてはどうなのか 
 な 
・もっと調べてみたいな 
・次は○○について知りたい 

問題意識の発展  

新たな問題を生み
出す力 

ｆ成長を実感
する  
ｇ学ぶ楽しさ
に気付く 
ｈ新たな問題
を発見する 

 
 

解決活動  
課題について、資料を用
いて調べる 
調べた結果の交流によ
り、深める 

・問題についてわかってきた
ぞ。でも○○についてはどう
なっているのだろう 

問題意識の連続  
 

課題と自分自身を
関わらせて、民主・
平和・国際の視点で
考える力 

d思考錯誤
す 
 る 

情報を結びつけて、
考える力 

ｅ解決する 

 
 
 

問題設定 出合い  
社会的事象や友だちの思
いや願いから、問題を見
出す 

・なぜだろう。考えてみたい
な 
・□□さんの疑問を知りたい
な 
問題意識を持ち共有する  

既習の知識・概念に
基づいて観察した
り、資料を分析・解
釈したりする力 

a出合う 
b働きかけ
る 
c 自らの問
題 
 とする 

（１）問題意識・出合いの場面 

 上記の「出合う対象について自らの思いや願いを持つことができる子ども」や「自分や友だち

の思いや願いに対して積極的に解決を計ろうとする子ども」や「次へと繋がる新たな疑問や追求

を持ち、学習に活かしていく子ども」が育っていく授業を展開していくためには、子どもの思い

や願いを単元や授業に積極的に取り入れた展開が必要になる。社会科における一時間の授業や単

元では次のような展開で学びを創り続けていく。 

過程①の「学ぶ対象との出合い」では、適切な資料などを用いて子どもがそれぞれの思いや願

いを想起できるような場を設定する。例えば、５年生の農業の授業で最初に米づくりが盛んな地

域が色分けされている地図の資料を提示して「なぜ東北地方はさかんなのかな」や「大阪はあま

り盛んでないけどなぜなのかな」といった疑問が出る。その中で「米づくりが盛んな地域の特徴

は何か」といった問題設定をして全体で調べていく。単元の導入であっても、この形を用いて、

学習計画を子ども自らが立てていけるような環境設定をしていく。 
（２）解決活動の場面 

過程②の「解決活動」では、設定された問題について教科書や資料集、インターネットなどを

通して調べ学習を展開する。その中で、単に解決に留まらず発展した内容も調べていく中で、新

たな疑問が出たり、他の疑問と重ね合わせて考えたりする事で、より学びの深まる展開になる。

６年生「大昔のくらしとクニの統一」で、「なぜ弥生時代に争いが多く起こったのか」という疑問

を調べていく内に、それが「中国から稲作が伝わり、食料をめぐって争いが起きるようになった」

という答えが導きだされた。その中で「中国からは稲作と共に鉄も伝わっていた」という事も調

べていく中で判明し、「鉄はどうやって日本に伝わったのか」という疑問についても解決をするこ

とができた。このような疑問同士を関連させて解決活動が進んでいく事がより学びの発展性に繋

がっていく。 
（３）ふりかえりの場面 

 過程③の「学びのふりかえり」では、問題に対して自分が考えた事や次に繋がっていくような

新たな疑問を出し合って、次の授業へと連続・発展していく。５年生の情報における授業では、

「インターネットやテレビの便利さ」を調べてまとめていった最後のふりかえりの場面で「では

悪い面はないのかな」といった疑問が出た。その疑問を次の授業の問題として設定するといった

流れである。単元の終末においては、最初の頃に自分が持った疑問、発展していった疑問や思い

過
程
② 

過
程
① 

過
程
③ 
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などを自らふりかえり、自己の成長を顧みられるような授業を構成していく。例えば、学習内容

についてのアンケートを単元の最初と最後に実施し、自分の考え方の変化や成長をそこから感じ

る事や、座席表を通して自分の変容を感じる事ができるようにする事が挙げられる。単元の終末

の段階でも、思いや願いが出てくることがあるが、これは、学ぶ対象に出会う前とは異なるもの

であり、単元を学習したからこそ、「もっと知りたくなったな」「他ではどうなんだろう」といっ

たさらなる追求の思いや願いなどが出てくる。このような、単元を通して思いや願いを持ち、解

決することでまた関連性のあるものや、また新しい思いや願いをもつというサイクルを繰り返す

ことで、学ぶ対象について問題意識を持ち続けて取り組めると考える。 
３．学びを創り続ける授業に対する教師のアプローチ 

 学びを創り続ける子どもが育つためには、自分や友だちの疑問を共有し、意識し続けながら取

り組めるような授業づくりが大切である。そこで、教師がどのようなアプローチをすることで上

記の内容が達成されるかという手立てを挙げていく。 

（１）学びを創り続ける授業での教師の場の設定 

①子ども思いや願いを授業や単元展開に取り込む「主体的に学びを創り続ける場の設定」 
 授業の内容を子どもが持った思いや願いに沿った展開にする事で、今回の授業では何をするべ

きか、次の内容はどういったものかという展開を教師だけでなく、子ども自身も共有することが

できる。例えば単元の最初に知りたいことを出し合い、それぞれの子どもの知りたい事を教師と

子もで共有して次の授業の問題設定をする。また、授業を進めていく上で新たな疑問や更に知り

たい内容が子どもの思いとして出てくるが、そういった子どもの思いも授業展開に取り入れる事

で、「なぜ○○なのだろう」「では□□はどうなのかな」といった意欲を持続させて授業を展開す

ることができる。また、子どもたちがそれぞれに考えていることを「見える化」することで学級

全体での問題や疑問がどこに向かっているかという点も意識できる。そのためには、座席表や掲

示物、配布資料、板書などに子どもの思いや願いを取り入れて行くことが必要である。また、様々

な思いや願いを取り入れて学習計画を進めていく中で、どういった順序で学習を進めていくかと

いうことを話し合う場を設定する。単元の学習内容を考えるだけでなく、学習の進め方も話し合

っていくことで、「みんなで学習を進めている」という思いを持つことができ、自己決定感を得る

ことができると考える。自己決定感を高めていくことで、学習に対して意欲的に取り組む姿勢が

育まれるといえる。 
②新たな教材の開発「適度な困難度に挑戦できる授業」 
 授業を展開する中で、子どもの疑問を扱う場合、小学校の社会科の内容からすると発展的な内

容が出る場合がある。そういった際に、発達段階を考慮しながらも疑問を解決できる道筋を提示

できる支援を行っていく。例をあげるならば、「卑弥呼の古墳はあるのか」という疑問が出た場合、

正確には確証の得られた学説は無いが、幾つかの学説をもとに小学生でも理解できるような資料

を作成し提示するといった場面である。また、子どもが知りたい疑問について最新のデータを扱

う事で実社会との繋がりを意識しながら、日々の社会科の授業において問題意識を持って取り組

めるような教材開発を行う。４年生の大阪府の特色を学ぶ授業で、大阪府に数多くあるキャラを

通して地域のアピールしたい名産物や観光名所について学習を進めていくといった展開が考えら

れる。子どもの知りたい内容が広がりを見せその内容が高難度であっても、教師の支援も含め丁

寧に学級で解決していくことで疑問を出した子どもも自己決定感による意欲の高まりが期待でき、

意欲的な姿勢へ繋がっていくと考える。 
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○例 ゆるキャラから始まる地域学習 
 
  
 
 
   
③他教科との結びつきを強める「相互に関連づく学びを活かした単元構成」 
 社会科の授業だけでなく、他教科でも子どもの問題意識が継続していけば、社会科のみならず、

普段の生活面でも「実社会とつながり、問題意識を持ち続ける子ども」が育ち相乗効果をもたら

すと考える。具体的にいえば、遠足で奈良に行った時の様子を写真で撮り、授業の中で扱うこと

で、実社会との結びつきを実感できるようにしていくことや、総合的学習の時間に扱っている内

容を社会科の授業で扱い、社会問題や権利などの観点から捉えて議論するといったものである。 
④ICT機器の活用「追求・共有化」 
 学びを創り続ける子どもの姿を育成するための授業では、子どもが自らの疑問や思いを持ち、

解決をしていく場面が大切になる。そこで、電子黒板やタブレットなどを効果的に活用していく

ことでそれぞれの子どもが学習に対して問題意識を連続・発展させていけるような場を設定する。 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤座席表を通しての思考の変化をとらえる「見える化」 
 授業中の気づきや一時間を通しての振り返りを座席 
表としてまとめ、毎回配布することによって、自分や 
ともだちがどのような思いや願いを持っているかとい 
うことを読み取れるようにする。単元の最後のふりか 
えりの時間では、単元の授業全ての座席表を読みかえ 
すことによって、学習を通してのふりかえりを行うこ 
とができる。一時間ごとの思考の流れを、客観的に見 
ることができ、どういった場面で自分の考えが変わっ 
たか、単元を通してこだわりを持ち続けていたことなどに気付くことができる。また、座席表で

は、友だちの思考の流れを見ることができ、友だちの考えの変化や考え方のちがいなどを見つけ

花みたいな姿をして

いるね。 

平野区と何か関係が

あるのかな。 

みんなで調べ

てみよう 

平野区では昔、綿の

栽培が盛んだった。

平野区の花も綿の

花になっている。 

平野区では、ほかにも

盛んなものはあるの

かな？ 

他の区についても

知りたいな。 

図３－４ ICT機器の活用例 

ⅰ追求における ICT 
 タブレット端末を使用することにより、知りたい内容を調べられるよ

うにする。自分が知りたい内容を解決するための手段が広がることで解

決できる達成感や、もっと追究したくなる姿勢を育むことができる。 
ⅱ共有における ICT 
 調べた内容や、見つけた資料を電子黒板を通して発表する活動に活用

することで、言葉だけでなく視覚的にも自分の考えを共有できるように

なる。自分の考えが伝わるという経験をしていくなかで、「もっと自分の

考えを発表したい」という活発な学び合いが推進される。 
 タブレット端末による座席表を活用することで、リアルタイムに自分

の考えや、友だちの考えを知ることができる。一人ひとりの思いをタブ

レット端末を通して知ることによって、更なる学び合いが活発に行われ

るようになる。 
 

図３－５ 座席表の活用 

図３－３ 新たな教材を活かした展開例 

平野区のキャラクター 
 「ひらちゃん」 
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ることで、みんなで授業を創りあげていくことの面白さや楽しさを感じることができる。 
（２）学びを創り続ける姿の見取り 

 総論にもあるように、子どもが自ら学びを創り続けるとき、没頭する姿が見られるようになる。

教師は没頭する姿を見取り、学びを創り続ける授業づくりに活かしていく必要がある。社会科で

は、以下ように「没頭する」姿を見取っていく。 
①子どものつぶやきや態度に表れる側面から見取る 
 学びを創り続ける子どもが育つための教師のアプローチを行うことにより、子どもたちは授業

の中で「◯◯について知りたい」や「△△を調べてみたい」というつぶやきが出ていき、意欲的

に取り組む姿（没頭する姿）が自然と見られるようになっていく。 
 総論の表１－３に表されている「没頭する」姿を社会科では更に具体的な単元における子どもの

発言に焦点を当てて表を作成した。 
表３－３ 社会科における没頭する姿の具体例（発言）（2014.１月 現在） 

３・４年生「市の人びとの仕事とわたしたち
のくらし」での発言 ５年生「米作り」での発言 ６年生「天下統一と江戸幕府」での発言 

・ぼくの家の近くによく行くパ
ン屋があるけれど、どうやって
作っているのかな。 
・パン屋さんとパン工場の違い
ってどんなものがあるのかな。
比べてみたい。 
・働いている人のところに行っ
て、インタビューしてみたいな。 
・買い物のときに、どんなこと
に気をつけて、買っているのか
家でも聞いてみたいな。 
・食べ物だけではなくて、他に
売っているものも、工夫がある
のかな、調べてみたいな。 

・日本のお米について分かったけ
ど、外国ではどうなっているのか
な。 
・お米の品種をみんなで調べてみ
て、たくさんあってすごかったな。
自分でももっと調べてみよう。 
・お米を作っている人はどんな工夫
をしているんだろう。 
・地域にあったお米がつくられてい
るけど、自分の住んでいる大阪では
何が作られているのかな。 
・日本の北側に米作りが盛んな所が
多いのはなぜかな、みんなで調べて
いきたいな。 

・織田信長は性格が恐そうだけ
ど、本当なのかな、家でも調べ
てみよう。 
・次の単元でも、活躍した人物
っているのかな。 
・徳川家康はどんなことを行っ
たか、順番に調べてまとめてい
こう。 
・豊臣秀吉について、家で調べ
てきたから、みんなに紹介した
いな。 
・３人について学習を進めるか
ら、まず３人の関係について調
べていくといいね。 

②学びを創り続ける過程の中で見取る 
 意欲的に取り組んでいる子どもは表３－３に示したようなつぶやきが自然に現れてくると考え

る。しかし、それが学びを創り続ける過程の中でどのように位置付いているか見取る必要がある。

よって、授業中のつぶやきなどの意欲的な態度を見取ると共に、授業中の発言やワークシートの

記述から、総合的に判断し学びを創り続ける子どもを育てる授業づくりにつなげていく。 
A 座席表の活用 
 学びを創り続けているか見取るために、座席表を活用する。座席表には、毎回の授業のふりか

えりを書き込むようにして、「単元を通してどのようなことに対して思いや願いを持っていたか」、

「解決ができた時の思い」、「新たなに持った疑問は何か」ということが把握できるようにする。

さらに ICT活用をすることで、全体の思いや願いをリアルタイムに見取ることができるので、一
時間の授業で子どもが興味を持った事象に対して、追加資料を配布したり、次回に授業のテーマ

として扱ったりすることができる。 
B ワークシートの活用 
 授業の中で、扱うテーマについて問題意識を持って取り組んでいる姿の過程を、ワークシート

によって見取ることができると考える。 
 以上の２点についてとりあげたが、授業以外でも、子どもたちは対象に興味を持って意欲的に

取り組む姿勢を見ることができると考える。例えば、休みの日に授業で行っている内容に関わり

が深い場所へ行ってきたことを日記に書いていることや、授業に使えそうと思った子どもが、パ

ンフレットなどを提供してくれることなどである。授業以外の場面でも子どもが興味を持って過

ごしている姿を把握していくことで、より子どもの問題意識に沿った授業づくりをすることがで

きると考えている。<参考・引用文献>小学校学習指導要領解説 社会編 平成２０年 文部科学省 


